ඨዉਛォߩశቇ⊛㔚᳇⊛ᕈ⾰

⎇ⓥઍ⠪ฬ
᧲੩ᄢቇ↢↥ᛛⴚ⎇ⓥᚲᨑᎹ৻
⎇ⓥಽᜂ⠪ฬ
᧲੩ᄢቇ↢↥ᛛⴚ⎇ⓥᚲผޔ
᧲੩ᄢቇᎿቇ♽⎇ⓥ⑼ᮮጊථผ┻ޔਛᨑޔᏏ⎇ੑᦶ
㧝㧚 ߪߓߦ
 ඨዉਛߩォߪࠢ㔚ᵹ߿ਇ⚐‛ᨆߥߤ࠺ࡃࠗࠬ․ᕈࠍഠൻߐߖࠆਥߢࠆߣߒߡ↥ᬺ⊛ߦߪᅢ
߹ߒߊߥሽߢࠅޔᭂജߘߩኒᐲࠍᛥ߃ࠆᣇะߢ⎇ⓥ߇ㅴࠄࠇߡࠆ৻ޕᣇޔォ⧌ߦᴪߞߡࡃࡦ࠼ࠡ
ࡖ࠶ࡊਛߦዪḰ߇ᒻᚑߐࠇߚࠅ߇ࠕࡖࠠޔォ⧌ߦ₪ߐࠇࠆߥߤޔォߘࠇ⥄߇ᜬߟ㔚᳇⊛ߥ․ᕈ
ߦߟߡ߽એ೨߆ࠄ⌕⋡ߐࠇߡߚߢ߹ࠇߎޕඨዉਛォߩ㔚᳇⊛ᕈ⾰ߦ㑐ߒߡߪޔgrown-in ォߦߟ
ߡߩ⎇ⓥ߇ਥߦⴕࠊࠇߡ߈ߚ߇⎇ᧄޔⓥߩࠃ߁ߦᄌᒻߦࠃߞߡዉߐࠇߚࡈ࠶ࠪࡘߥォߦߟߡߪ߶ߣࠎ
ߤ⺞ߴࠄࠇߡߥޕ
 ᧄ⎇ⓥߪඨዉਛߩォ߇ߘࠇ⥄ߢᜬߟࠗࡦ࠻ࡦࠪ࠶ࠢߥ㔚᳇⊛ᕈ⾰ߦߟߡࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠍ⋡
⊛ߣߒޔඨዉන⚿᥏ߦ႟ᕈᄌᒻߦࠃߞߡォࠍዉߒߩߘޔశቇ⊛㔚᳇⊛ߥᕈ⾰ࠍశๆ᷹ቯ߅ࠃ߮ࠦࡦ
࠳ࠢ࠹ࠖࡉ AFM ᴺߦࠃࠅ᷹ቯߒߚޕ
㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
 ᧄᐕᐲߪ n ဳ GaN ߅ࠃ߮ GaP න⚿᥏ࠍ⹜ᢱߣߒߡએਅߩᚻ㗅ߢ⎇ⓥࠍ߅ߎߥߞߚޕ
i) ォ㊄ዻ⚦✢ߩዉ
 ᧲ർᄢ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲߩ㜞᷷❗⹜㛎ⵝ⟎ࠍ↪ߡޔ⎕უ߇ߎࠄߥࠃ߁㜞᷷ߢ❗ᄌᒻߔࠆߎߣߢ⹜ᢱ
ਛߦォࠍዉߒߚߩߎޕᄌᒻᓟߩ⹜ᢱߩ৻ㇱࠍಾࠅߒߡ⭯⤑ൻߒޔㅘㆊဳ㔚ሶ㗼ᓸ㏜(TEM)ߢⷰኤߒߡዉ
ߐࠇߚォ⚵❱ࠍ⺞ߴߚޕ
ii) శๆ᷹ቯ
 ಽశశᐲ⸘ࠍ↪ߡ⹜ޔᢱߩฦ㕙߆ࠄ⒳ߩޘᵄ㐳ߩశࠍߒߩߘޔㅘㆊ₸ࠍ᷹ቯߒߚޕ
iii) ࠦࡦ࠳ࠢ࠹ࠖࡉ AFM ⷰኤ
 ࠦࡦ࠳ࠢ࠹ࠖࡉ AFM ߣߪޔዉ㔚ᕈߩᓸዊߥ㊎ࠍ⹜ᢱ㕙ߦធ⸅ߐߖޔ㊎ߣ⹜ᢱߣߩ㑆ߦ㔚Ꮕࠍਈ߃ߡᵹ
ࠇࠆ㔚ᵹࠍ᷹ቯߒߥ߇ࠄ㕙ࠍࠬࠠࡖࡦߔࠆߎߣߢዉ㔚ᕈߩࡑ࠶ࡇࡦࠣࠍⴕߥ߁ᚻᴺߢࠆޕᩏဳࡊࡠࡉ
㗼ᓸ㏜(JSPM-4200)ߦዉ㔚ᕈ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ࠦ࠻ Si ࠞࡦ࠴ࡃࠍⵝ⌕ߒߡࠦࡦ࠳ࠢ࠹ࠖࡉ AFM ⷰኤࠍ߅
ߎߥ⹜ޔᢱฦ㕙ߩ㔚᳇વዉᐲࠍࡑ࠶ࡇࡦࠣߒߚޕ
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
 ࿑ 1 ߦޔᄌᒻߒߚ GaN ߩశๆଥᢙࠍ⒳ߩޘᄌᒻ㊂ߦ
ߟߡ␜ߔޕๆଥᢙߩࠞࡉߪᄌᒻ㊂߇ᄢ߈ߊߥࠆ߶ߤ
ᄌൻ₸߇✭߿߆ߦߥࠅޔߟ߆ޔૐࠛࡀ࡞ࠡ߳ࠪࡈ࠻ߒ
ߡࠆߦ⥸৻ޕඨዉਛߩォߪࡃࡦ࠼ࠡࡖ࠶ࡊਛߦዪ
ࡃࡦ࠼ࠍᒻᚑߔࠆޕዪࡃࡦ࠼ߩਅ┵߇ࡈࠚ࡞ࡒࠛࡀ࡞ࠡ
ࠃࠅૐࠛࡀ࡞ࠡߦ⟎ߔࠆ႐วޔዪࡃࡦ࠼ߪࡈ
ࠠࡖࠕࠍ₪ߒォߪ⽶ߦ⩄㔚ߒޔォߩ࿐ߦߪ㔚
႐߇ᒻᚑߐࠇࠆޕታ㓙ޔGaN ਛォ߇Ꮺ㔚ߒߡࠆߎߣ
ߪ㔚ሶ✢ࡎࡠࠣࡈࠖታ㛎ߢ⏕ߐࠇߡࠆߩߎޕ࿑ߩๆ
ଥᢙࠞࡉߩᒻ⁁ߪォࠅߩ㔚႐ߦࠃߞߡ㔚ሶߩ⁁
ᘒㆫ⒖⏕₸߇Ⴧᄢߔࠆലᨐ(Franz-Keldysh ലᨐ)ࠍ⠨ᘦߒ
ߚࡕ࠺࡞ߢࠃߊ⺑ߢ߈ࠆޕ࿑ਛߦ␜ߒߚߎߩࡕ࠺࡞ߦࠃ
ࠆ⸘▚୯ߣታ㛎⚿ᨐߪࠃߊ৻⥌ߒߡࠆޕ
࿑ 1: ᄌᒻߒߚ GaN ߩశๆ┵ㄭறߩๆଥ
ᢙ
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 ォߦࠃߞߡᒻᚑߐࠇߚዪࡃࡦ࠼߇ㇱಽ⊛ߦߒ߆භ
ߐࠇߡߥߣ߈ޔዪࡃࡦ࠼ߦࠆ㔚ሶߪォߦᴪߞ
ߚ৻ᰴరᣇะߦߩߺേߊߎߣ߇ߢ߈ࠆߚޔ㔚᳇વዉߦነ
ਈߔࠆߎߣ߇ߢ߈ޔォߪ㜞વዉࠍ␜ߔߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ࿑
2 ߦޔ5%ᄌᒻߒߚ GaN න⚿᥏ߩ c ゲߦု⋥ߥ㕙ߩࠦࡦ
࠳ࠢ࠹ࠖࡉ AFM ⷰኤߩ⚿ᨐࠍ␜ߔޕ㕙ߦߪ࿐ࠃࠅ߽
㔚᳇વዉᐲߩ㜞ዉ㔚ᕈߩࠬࡐ࠶࠻߇ᄙᢙߺࠄࠇࠆߩߎޕ
ࠬࡐ࠶࠻ߩ㕙ኒᐲߪ TEM ⷰኤߢᓧࠄࠇߚォኒᐲߣห⒟
ᐲߢࠅޔᄌᒻ㊂߇ᄢ߈߶ߤ㜞ߊߥࠆะ߇ࠄࠇߚޕ
߹ߚޔዉ㔚ᕈࠬࡐ࠶࠻ߪߔߴࠅᏪߩᣇะߦਗࠎߢⷰኤߐࠇ
ࠆߎߣ߇ᄙߎߣ߆ࠄޔォߣ㑐ㅪ߇ࠆߎߣ߇ᒝߊ␜ໂ
ߐࠇࠆᧂޕᄌᒻ⹜ᢱ߿ᄌᒻ⹜ᢱߩ c ゲߦᐔⴕߥ㕙ߦ߅
ߡ߽ዉ㔚ᕈࠬࡐ࠶࠻ߪⷰኤߐࠇߚ߇ߘߩኒᐲߪૐߊࠇߎޔ
ߪ⚿᥏ᚑ㐳ᤨߦዉߐࠇߚォߦ㑐ㅪߔࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄ ࿑ 2: 5%ᄌᒻߒߚ GaN 㕙ߩࠦࡦ࠳ࠢ࠹ࠖࡉ
ࠇࠆޕ
AFM ޕc ゲߦု⋥ߥ㕙ޕ
 ৻ᣇޔᄌᒻߒߚ GaP ⚿᥏ߦߪવዉᐲߩૐ㗔ၞ߇ᒻᚑ
ߐࠇߡࠆߎߣ߇ⷰኤߐࠇߚޕォߩዪࡃࡦ࠼߇₪ߐ
ࠇߚࠠࡖࠕߢḩߚߐࠇࠆߣ㔚᳇વዉߦነਈߒߥߊߥࠅޔᏪ㔚ߒߚォߩࠢࡠࡦജߦࠃߞߡ࿐ߩવዉࡃࡦ
࠼ࠍḧᦛߐߖࠆߎߣߢࠠࡖࠕࠍᨗᷢߐߖߚ߽ߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧠㧚 ߹ߣ
 ႟ᕈᄌᒻߦࠃߞߡォࠍዉߒߚ n ဳߩ GaN ߅ࠃ߮ GaP න⚿᥏ߩశቇ⊛㔚᳇⊛ᕈ⾰ࠍశๆ᷹ቯߣࠦ
ࡦ࠳ࠢ࠹ࠖࡉ AFM ߦࠃߞߡ⺞ߴߚޕGaN ߦ߅ߡߪశๆ┵ㄭறߩๆଥᢙ߇ォߩዉߦ࿃ߒߡᄌൻ
ߒߚޔߚ߹ޕዉ㔚ᕈߩࠬࡐ࠶࠻߇ᄌᒻߒߚ GaN ߩ㕙ߦߒߚޕGaP ߩ㕙ߦߪᄌᒻߦࠃࠅવዉᐲߩૐ
㗔ၞ߇ᒻᚑߐࠇߚ⚿ߩࠄࠇߎޕᨐߪޔᄌᒻߦࠃߞߡዉߐࠇߚォߦዪߔࠆࡃࡦ࠼߇ᒻᚑߐࠇߚߎߣߦࠃࠅޔ
ォߩᏪ㔚ޔォ⧌ߦᴪߞߚ㔚᳇વዉޔォㄝߩ㔚႐߅ࠃ߮ࠠࡖࠕᨗᷢ㗔ၞ߇ᒻᚑߐࠇߚߎߣߦࠃࠆߣ⠨
߃ࠄࠇࠆޕએߩ⎇ⓥߦࠃࠅޔn ဳߩ GaN ߅ࠃ߮ GaP ਛߩォ߇㔚᳇⊛ߦᵴᕈߢࠅࠆߥ⇣ߪߣࠢ࡞ࡃޔ㔚
᳇⊛ᕈ⾰ࠍᜬߟߎߣࠍ␜ߒߚޕ
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ု⋥ࡉ࠶ࠫࡑࡦᴺߦࠃࠅᚑ㐳ߒߚᯏ⢻ᕈ㉄ൻ‛න⚿᥏ߩ
⚿᥏ᰳ㒱߅ࠃ߮ᯏ᪾⊛ᒝᐲ⹏ଔ
⎇ⓥઍ⠪ฬ
ାᎺᄢቇᎿቇㇱ⇟႐ᢎሶ
⎇ⓥಽᜂ⠪ฬ
᧲ർᄢቇ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲᄥሶᢅೣޔᄢ㊁☨ޔ᳗৻㇢

㧝㧚 ߪߓߦ
࠾ࠝࡉ㉄࠴࠙ࡓ(LN)ߪᄢဳ⚿᥏ߩᚑ㐳ߦఝࠇߚⲢᶧ߆ࠄߩᒁ߈ߍ(CZ)ᴺߦࠃߞߡߐࠇߡࠆ߇㧘ᒰ
⎇ⓥࠣ࡞ࡊߢߪଔߢ㜞ຠ⾰ߥ⚿᥏ᚑ㐳߇น⢻ߥု⋥ࡉ࠶ࠫࡑࡦ(VB)ᴺߦࠃࠆ⚿᥏ᚑ㐳ࠍ⹜ߺߡࠆ㧚
VB ᴺߪᚑ㐳᧦ઙ߇⏕┙ߔࠇ߫ૐࠦࠬ࠻ߢ㊂↥ൻ߇น⢻ߦߥࠆᣇᴺߢࠆ㧚ᦨㄭ㧘VB ᴺߦࠃࠅ⋥ᓘ 2 ࠗࡦ࠴
ߩ LN න⚿᥏ᚑ㐳ߦᚑഞߒߡࠆ߇㧘Ⲣᶧࠍోߡ࿕ൻߐߖࠆ VB ᴺߢߪ㧘৻⥌ṁⲢ⚵ᚑߩේᢱߢߥ႐วߦߪ
ᦨ⚳࿕ൻㇱߦ⊒↢ߔࠆ⇣⋧߇ේ࿃ߣߥࠅᄙ⚿᥏ൻ߿ࠢ࠶ࠢߩ⊒↢㧘߹ߚ⚿᥏ᣇߦࠃߞߡ․ߩᰳ㒱߇↢ߓ
ࠆߥߤߩ㗴߇ࠆ㧚ߘߎߢᧄ⎇ⓥߢߪ㧘৻⥌ṁⲢ⚵ᚑߣ⸒ࠊࠇߡࠆ Li2O㧩48.6mol%1)ߣߘࠇࠃࠅ߽ Li
߇ዋߥ 48.4mol%ߩේᢱࠍ↪㧘VB ᴺߦߡන⚿᥏ࠍᚑ㐳ߐߖ㧘৻⥌ṁⲢ⚵ᚑߩ⏕ߣ⚿᥏ߩຠ⾰߅ࠃ߮ᰳ
㒱⹏ଔࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚ㧚
㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
ାᎺᄢቇߦߡ㧘⒳ሶ⚿᥏ߦ CZ ᴺߢ Li2O㧩48.6mol%ߩⲢᶧ߆ࠄᚑ㐳ߐߖߚ Z ᣇߩ LN න⚿᥏ࠍ↪㧘A㧦
Li2O㧩48.6mol%㧘㧮㧦48.4mol%ߩේᢱ߆ࠄ VB ᴺߢ LN න⚿᥏ᚑ㐳ࠍ⹜ߺߚ㧚ߘߩᓟ㧘㧭㧘㧮⚿᥏ߩ⒳ሶ/
ᚑ㐳⚿᥏⇇㕙ㄭறߩ᭽ሶࠍ⾆⎇ⓥᚲߩ X ✢࠻ࡐࠣࡈߦࠃߞߡⷰኤߒߚ㧚߹ߚ⇇㕙ㄭறߩ⚵ᚑࠍࠄ߆ߦߔ
ࠆߚ DSC ᷹ቯߦࠃࠅࠠࡘὐࠍ᳞㧘B.Guenais ࠄߩ⚿ᨐ 2)ࠍ↪㧘⚵ᚑࠍቯߒߚ㧚
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
⒳ሶ⚿᥏ߣหߓ Li2O㧩48.6mol%ߩේᢱ߆ࠄᚑ㐳ߐߖߚ⚿᥏ A ߢߪᦨ⚳࿕ൻㇱߦ⇣⋧(Li3NbO4)߇ᨆߒߚ㧚
৻ᣇ㧘0.2mol%Nb ࠶࠴ߦߒߚ⚿᥏ B ߢߪ㧘⇣⋧ߩᨆߪߥߊᦨ⚳࿕ൻㇱ߹ߢන⚿᥏ߣߥߞߚ㧚ߎߩߎߣ߆
ࠄ LN ߩ෩ኒߥ৻⥌ṁⲢ⚵ᚑߪ CZ ᴺߢ⸒ࠊࠇߡࠆ Li2O㧩48.6mol%ߢߪߥߊ㧘Li2O㧩48.4mol%ߦࠃࠅㄭ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ߎߩ 2 ᧄߩ⚿᥏ߩ⒳ሶ/ᚑ㐳⚿᥏⇇㕙ࠍ X ✢࠻ࡐࠣࡈߢಽᨆߒߚ㧚࿑㧝ߪ⚿᥏㧮ߩ㨄✢࠻
ࡐࠣࡈߢࠆ㧚⍫ශߪᄖⷰ߆ࠄផ᷹ߐࠇߚ⇇㕙⟎ߢࠅ㧘ߘࠇࠃࠅ߽ਅㇱ߇⒳ሶ⚿᥏㧘ㇱ߇ᚑ㐳⚿᥏ߣ
ߥࠆ㧚⚂ 3mm ߩࠦࡦ࠻ࠬ࠻ߩ⇣ߥࠆㇱ߇⏕ߐࠇߚ㧚߹ߚ⚿᥏ B ߢߪ㧘⒳ሶߣᚑ㐳⚿᥏ߢ 3͠ߩ
ࠠࡘὐߩᏅ߇↢ߓߚ㧚ߎߩ᷷ᐲᏅߪ⚂ 0.07mol%ߩ Li2O ߩỚᐲᏅߦ⋧ᒰߔࠆ㧚৻ᣇ㧘⚿᥏㧭ߢߪ㨄✢࠻
ࡐࠣࡈߢ⇇㕙ߪⷰኤߐࠇߕ㧘⒳ሶ㧘ᚑ㐳⚿᥏ߩࠠࡘὐ߇৻⥌ߒ㧘⚵ᚑߕࠇߪࠄࠇߥ߆ߞߚ㧚ࠃߞ
ߡ㧘⚿᥏㧮ߩ X ✢࠻ࡐࠣࡈߢ⏕ߐࠇߚ⇇㕙ߪᩰሶᱡߺ߇ේ࿃ߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ߎߩᱡߺߦ࿃ߒߡ
ォߥߤߩᰳ㒱߇ᒻᚑߐࠇ㧘⚿᥏ຠ⾰ࠍૐਅߐߖࠆน⢻ᕈ߇ࠆߎߣ߆ࠄ㧘ේᢱࠍోߡ࿕ൻߐߖࠆ VB ᴺߢᰳ
㒱ߩዋߥဋ৻ߥන⚿᥏ࠍᓧࠆߚߦߪේᢱࠍ৻⥌ṁⲢ⚵ᚑߦߔ
ᚑ㐳⚿᥏
ࠆߎߣߦട߃㧘⒳ሶ⚿᥏ߣේᢱߩ⚵ᚑࠍ৻⥌ߐߖࠆߎߣ߽㊀ⷐߢ
ࠆߎߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߚ㧚ᓟߪᣇߩ⇣ߥࠆ⚿᥏ߢ߽ห᭽ߦ⇇㕙
߇⊒↢ߔࠆߩ߆㧘߹ߚᓟಣℂࠍߔࠆߎߣߢ⇇㕙ߦ⏕ߢ߈ߚᱡߺᰳ
⒳ሶ⚿᥏
g 3030
㒱ࠍ✭⸃ᶖߔࠆߎߣ߇น⢻ߥߩ߆߽㧘ߐࠄߦ⚦ߦ⺞ᩏࠍ
5 mm
ߔࠆᔅⷐ߇ࠆ㧚
࿑ 1 ⚿᥏ B ߩ⒳ሶ/ᚑ㐳⚿᥏⇇㕙ߩ X ✢
࠻ࡐࠣࡈ

㧠㧚 ߹
 ߣ 

࿁ߩ⚿ᨐ߆ࠄ㧘৻⥌ṁⲢ⚵ᚑߪߎࠇ߹ߢ⸒ࠊࠇߡߚ Li2O㧩48.6mol%ߢߪߥߊ㧘48.4mol%ઃㄭߢࠆߎ
ߣ߇ࠊ߆ߞߚ㧚߹ߚ⒳ሶ⚿᥏ߣᚑ㐳⚿᥏ߦ⚵ᚑߕࠇ߇ࠆ႐ว㧘ᚑ㐳⇇㕙ࠍႺߦࠠࡘὐߦᏅ߇ࠇࠆߣߣ
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高エネルギーX 線回折法その場計測による酸化物結晶成長のための
精密状態図作成に関する研究研

学習院大学 理学部 渡邉匡人
学習院大学 理学部 水野章敏、学習院大学 自然科学研究科博士前期課程 小山千尋、岡寛之
東北大学 金属材料研究所 志村玲子、宇田聡
１． はじめに
光技術の進歩により，レーザー発信用結晶やレーザー波長変換用非線形光学結晶の用途は益々拡大している．
このため，光学デバイス用材料としての酸化物単結晶の育成技術を革新し，結晶の高品質化および新規材料の
探索が必要とされている．酸化物単結晶の育成では, 成長開始時の液相状態が複雑であり，物性が時々刻々と
変化することが制御を困難にしている．また，酸化物結晶は多成分系であり，非平衡相を含め結晶構造が組成
と温度によって敏感に変化するため，この液相状態での変動を制御することが結晶成長制御にとって重要であ
る．特に，最近結晶組成が光学特性に大きく影響している明らかとなり，結晶育成条件と結晶組成の関係を詳
細にしなければならなくなっている．このため，高品質結晶成長のための精密な状態図が必要とされている．
そこで，これまの共同研究において無用器浮遊技術と高エネルギーX 線回折法を用いて，酸化物融液の詳細な
構造解析とガラス状態の構造解析の手法を確立し，過冷却融液と結晶構造の関係を議論してきた．この研究を
発展させ，酸化物融液からの結晶成長において，無容器浮遊法を用いて融液の組成と過冷却度を変化しながら
結晶化のその場観察 X 線回折をおこない，結晶化の初相と冷却後の相変化を直接観察することを試みた．ま
た，この無容器状態で，電場印加もおこない電場による自由エネルギー変化が構造に及ぼす影響についても調
べた．
２． 研究経過
Y2O3-Al2O3 系の状態図において，3:5 でガーネット構造の Y3Al5O12（YAG），1:1 でぺロブスカイト構造の
YAlO3（YAP）および 2:1 で Y4Al2O9 の化合物を形成する．YAG は YAG 組成の融液から結晶化するため，液
相での組成変化がなければ YAG のみが析出するはずである．しかし，YAG 組成の融液から結晶化する場合，
過冷却度ΔT に依存して YAG 相と YAP 相が析出することが報告されている．これは，平衡状態図には現れな
い YAG 組成において準安定相となる YAP が過冷却領域に入り込んできているため，過冷却度により異なった
相が現れると考えられる．しかし，これまでの報告では過冷却度と現れる結晶相の相関が，報告者によって一
致していない．これは，これまでの研究は容器中での凝固実験のため，結晶化条件がそろっていないためと考
えられる．そこで，無容器浮遊法を用いて安定な過冷却状態を達成し，結晶化条件を揃えて YAG 組成からの
相選択過程を調べた．Y3Al5O12（YAG）単結晶から切出した試料をガス浮遊法で浮遊し，CO2 レーザーで融解
し直径 2mm の液滴を形成し，レーザー出力を下げて冷却・凝固させた．放射温度計(5.14μm)により試料温
度を測定し過冷却度を決定し,粉末 X 線回折法より凝固相の結晶構造を同定した．さらに,高エネルギーX 線
(113KeV)と I.I+CCD により凝固時の構造変化をその場観察した．また,同時に高速度カメラ(1000fps)で，固
液界面形状と移動速度を観察した．
また，このような相選択は，自由エネルギーの関係により決まるため温度によって決定されると考えられる．
しかし，結晶成長においては物質移動を伴うため，固液界面でのイオン偏析により組成が変動生じ，別の相が
現れることも考えられる．そこで，このため，宇田研究室でおこなっている電場印加で平衡条件をずらすこと
ができれば，温度に対してだけでなく相選択現象が観察できるはずである．そこで，ガス浮遊した状態で電場
印加できるガスノズルと電極を作成し，電場印加しながら無容器凝固実験できる装置を作成した．はじめに，
これまで宇田研究室でμ引き下げ法で実験をおこない，電場印効果があきらかとなっている LiNbO4（LN）
を試料とし，電場印加しながら溶融凝固実験をおこなった．印加電場は，直流定電圧電源を用い Cu 製の電極
をノズル周りに設置し 0V~500V で融解時から印加した．凝固試料を、実体顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)
等で組織の観察をおこなった．
３． 研究成果
過冷却度ΔT を 0～1000K の範囲で変化させて，析出した結晶相を X 線回折で同定した．ΔT=580K 以下
の過冷却では融液は凝固せず，ΔT=580～880K において YAG と YAP の両方が析出した．ΔT=1000K 程度
では YAG のみが析出した．また結晶を接触させることで意図的に核形成させた場合には， ΔT に関係なく
YAG のみが析出した. また，高速度カメラによる固液界面の観察の結果， ΔT=1000 では融液表面が固化し，
そこから結晶が成長することがわかった．この結果から，YAG の凝固時の相選択の過冷却度依存性は，核形
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成プロセスが支配していると考えられる．この核形成プロセスを調べるため，高エネルギーX 線回折で凝固時
のその場観察した結果，ΔT=580～880K において YAP が析出し，その後 YAG に転移することがわかった（図
1）．つまり，過冷却融液状態では融液構造に近い，YAP が自発的に形成しやすいため，YAP 相が初相として
現れるが，温度が低下すにつれて熱的に安定な YAG 構造へ変化すると考えられる．また，何らかの原因で不
均一核形成が生じた場合は，結晶として安定な YAG 結晶が成長すると考えられる．
一方，電場印加しながら凝固させた LN については，リカレッセンスの始まる温度と温度の最高到達点は電
場の有無によっては変化が見られず，電場により平衡条件を変化させることができていないと考えられる．し
かし，温度測定を放射温度計でおこなっているため、電場の有無による差が小さすぎた可能性はある．また，
電場を印加した試料は多結晶体となっている．この試料を詳細に観察すると，電場を与えた試料は電場を与え
なかった試料に比べて，球形試料内での粒子界面の頻度が少ない（図２）．つまり，電場印加により大きな過
冷却度ついているにもかかわらず核形成頻度が減少し，小数の核から結晶が成長し粒界が大きくなったと考え
られる．一方，電場印加なしの場合は，大きな過冷却度がついているため核形成頻度が大きく，様々な場所で
核が発生し粒界の小さな結晶となったと考えられる．これは、タンパク質結晶の場合において，直流電場を与
えた際に核形成が抑制されているのと同様な現象と考えられる．電場印加により核形成頻度が制御できるので
あれば，今後 YAG－YAP の相選択に適応し相選択条件を変化させることへ適応し，その現象を検証していく．
さらに，他の系において準安定相が機能を持つような結晶について，電場印加と過冷却状態を利用した結晶成
長法への適応も検討していく．
4．まとめ
YAG の凝固時における相選択メカニズムを解明するため，ガス浮遊法を用いて過冷却度と核形成プロセス
を制御した凝固実験をおこなった．この結果より，YAG 融液からの凝固における相選択は，過冷却度に依存
するのではなく核形成プロセスが支配していることを明らかとした．また，電場印加しながら凝固させた LN
については，電場により平衡条件を変化させることができなかったと考えられる．しかし，電場印加の有無で
結晶粒径の大きさが異なっており，電場印加により核形成頻度が変化している考えられる結果が得られた．も
し，電場印加で核形成頻度が制御できるのであれば，YAG－YAP の相選択に適応しその現象を検証していく．
さらに，他の系において準安定相が機能を持つような結晶について，電場印加と過冷却状態を利用した結晶成
長法への適応も今後検討していく．

図１．ガスジェット浮遊した YAG 融液を結晶化させたときの X 線回折パターンの時間変化．

1mm

図２．電場印加ガスジェット浮遊法で結晶化した LN．
(a) 電場印加なし，(b)500V の電圧で電場を印加した場合
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動的電場・磁場を用いた対流高精度制御半導体結晶成長法の創製

九州大・応力研 柿本浩一、陳

雪江、東北大・金研 宇田 聡

１． はじめに
動的電場・磁場を用いた結晶育成法は、新規機能材料の結晶育成に有効であり現在多用されている。最近注
目を浴びている成長方法に、高周波電源加熱による AlN の結晶育成方法がある。本共同研究では、20KHz の高
周波電源による加熱方法を用いた AlN バルク単結晶の昇華法による結晶成長炉の、電磁場分布、温度分布、応
力分布、成長速度分布等に関して総合伝熱解析モデルを開発し検討した。
２． 研究経過
図１に示すような炉内の構造物の配
置に対して、まず 20KHz の動的電場
磁場である高周波電力をコイルに印加
した場合の電場磁場の分布を求め、次
に、坩堝内における発熱分布を求めた
結果を図１に示す。さらに、炉内の温
度差により結晶成長の駆動力を求める
ために、結晶育成炉内の温度分布を求
めた。その結果を図２に示す。これを
元に計算した結晶成長速度の圧力依存
性の結果を図３に示す。最後に、結晶
中の温度分布から求めた結晶成長界面
の時間依存性の計算結果を図４に示
す。
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育成炉内の発熱分布と温度分布
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３． 研究成果
図１の右図に示した温度分布の計算
結果から、SiC の場合と同様に、コイ
ルと坩堝の相対位置の変化により、炉
内における最高温度の位置を確定し、
育成する結晶の長さを決定するパラメ
ータの最適化を行った。その結果、こ
の炉における成長速度は、約 0.04mm/h
であることがわかった。また、コイル
と坩堝の相対位置を変化させることに
より、成長速度を変化させることが可
能であることも示した。
さらに、ここで得られた温度分布を
用いて行った結晶中の応力分布の解析
結果から、結晶中の応力は結晶の端に
極在し、この値を減少させるためには
コイルと結晶の位置を調整し、これに
より結晶中の温度勾配を最適化するこ
とにより応力の提言を行うことが可能
であることを明らかにした。
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４． ま と め
本研究では、20KHz の動的電場・磁場をコイルに印加した場合の高周波加熱炉内の温度分布、成長速度、
結晶内の応力分布を定量的に予測することが可能な、総合伝熱解析モデルを構築した。これを用いて結晶育成
炉の解析を行ったところ、成長速度は、約 0.04mm/h であることがわかった。
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１． はじめに
非線形光学結晶を用いた紫外レーザー光源は、次世代半導体開発に必要なマスク欠陥検査、プリント基
板の微細加工など、半導体産業を中心に用途が拡がりつつある。レーザー光源システム全体の寿命や出力
は紫外光を発生させる非線形光学結晶の表面または内部に生じるレーザー損傷によって制限されており、
光学素子の更なる損傷耐性向上が求められている。大阪大学では、紫外光発生に適したホウ酸系非線形光
学結晶であるCsLiB6O10（CLBO）、CsB3O5（CBO）を開発し、これまでに世界最高出力の紫外光を発生し
てきた。最近、これらのホウ酸結晶内部に含まれる光散乱源や水不純物などが育成溶液組成（セルフフラ
ックス溶液組成）によって異なることが明らかになってきており、結晶の品質向上に向けて不定比性を評
価しながら溶液組成を探索することが不可欠となってきた。
本研究では、CLBOの育成溶液組成の検討と結晶欠陥の評価を行い、さらに結晶溶液中で生成する異相ク
ラスターの制御に着手する予定である。また、マイクロPD育成装置を用いて、新しいホウ酸系化合物の融
液成長を試み、新規化合物の探索も行う。
２． 研究経過
CLBO の高品質化を目的として、最適な育成溶液組成について検討を行った。従来は出発原料に炭酸セ
シウム（Cs2CO3）、炭酸リチウム（Li2CO3）、酸化ホウ素（B2O3）の割合が（Cs2CO3 : Li2CO3 : B2O3 = 1 :
1 : 5.5）の B-poor 組成溶液を用いて育成を行ってきたが、本研究では Cs-rich 組成（1.1 : 1 : 6）、Cs・B-rich
組成（1.1 : 0.9 : 6）および B-rich 組成（1 : 1 : 6.5）の各フラックス溶液組成に加えて、Stoichiometric
組成（1 : 1 : 6）から結晶育成を行った。それぞれの結晶について赤外透過スペクトル（FT-IR）測定を用
いて結晶内に含まれる水不純物量の評価、また高繰り返しパルスレーザーを用いてレーザー損傷耐性の評
価を行い、育成溶液組成が結晶性に及ぼす影響について検討を行った。
また、マイクロ PD 育成装置を用いて新しいホウ酸系化合物の融液成長を試みる前段階として、CLBO
結晶育成を行った。
３． 研究成果
異なる育成溶液組成から得られた結晶について FT-IR 測定を行った結果を Fig. 1 に示す。水不純物によ
る吸収スペクトルは対称振動モード、非対称振動モードがそれぞれ約 3400、3600cm-1 付近に現れること
が報告されており、これらの位置の透過率を比較することで相対的に結晶内の水不純物量を評価した。こ
の結果から、育成溶液組成によって水不純物量が異なることが分かった。したがって、溶液組成は結晶性
に影響していると考えられる。また、Stoichiometric 組成結晶の透過率が他の結晶に比べて比較的高いこ
と か ら 、 Stoichiometric 組 成 原 料 か ら の 育 成 が 結 晶 の 高 品 質 化 に 有 効 で あ る こ と が 期 待 さ れ る 。
Stoichiometric 組成からの育成については今後詳細に検討を行う予定である。
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Fig. 1 異なる溶液組成から得られた
CLBO 結晶の赤外透過率
マイクロ PD 法を用いて CLBO 結晶育成を行ったところ、最初は測定データについて再現性が得られな
かった。その理由として、育成中の温度勾配が約 100°C/mm と非常に大きいため結晶性の良い単結晶を得
られなかったということが考えられた。そこでマイクロ PD 装置の下部ヒーターを使用して温度勾配を出
来るだけ緩やかにした状態で再度育成を行ったところ、再現性について改善が見られた。今後さらに温度
勾配や結晶の成長速度等の条件を最適化することでデータの精度・再現性を向上させていく予定である。
４． ま と め
CLBO 結晶の育成溶液組成の検討と結晶欠陥の評価を行った。FT-IR 測定を用いて水不純物の吸収ピー
クの透過率を比較した結果から、育成溶液組成によって結晶中の水不純物量が異なることが分かった。し
たがって、育成溶液組成が結晶性に影響していると考えられる。また、Stoichiometric 組成原料から得ら
れた結晶は他の組成原料から得られた結晶と比べて比較的水不純物量が少ないことから、Stoichiometric
組成原料からの育成が高品質化に有効であることが期待される。
マイクロ PD 装置を用いて新規ホウ酸系化合物の融液成長を試みる前段階として、CLBO 結晶育成を行
った。最初は測定結果の再現性が得られなかったが、育成時の温度勾配を緩やかにすることで改善が見ら
れた。
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